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まえがき

近年，福利厚生における経費削減が叫ばれる中で，職域

における売店機能の省力化（無人化）ニーズが高まってお

り，多種多様な商品を 1 台で販売できる汎用性の高い自動

販売機が求められている。

さらに，成熟した自動販売機市場において，インドアを

中心とした新規のロケーション開拓や，自動販売機 1台あ

たりの販売高（パーマシン）の向上を図るために，ざん新

な発想の自動販売機が求められている。

このようなニーズに応えるべく，従来のパン・菓子など

のスナック類に加え，弁当・サンドイッチ，おにぎりなど

の多様な商品の販売が可能で，かつガラス越しに商品搬送

過程を消費者に見せ，安心と楽しさを与える商品キャッ

チャシステムを搭載したマルチパーパス食品自動販売機を

開発した。本稿では，その主な特長と構造について紹介す

る。

特　長

マルチパーパス食品自動販売機の外観を図１に示し，そ

の特長を以下に記す。

ラックに収容されている商品を，商品キャッチャシス

テムに収容して取出口へ搬送するため，商品に優しく，

消費者に安心感を与える。

ダブルスパイラル式ラックと，それと入替え可能なベ

ルトコンベヤ式ラックの 2 種類の商品収容ラックにより，

消費者ニーズに合わせた商品バリエーションに柔軟に対

応できる。

時間帯別割引機能，コラム別賞味期限設定機能を搭載

し，商品の売残りや賞味期限切れによる損失を最小限に

抑えることができる。

仕　様

マルチパーパス食品自動販売機の仕様を表１に示す。
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図１　マルチパーパス食品自動販売機の外観

表１　マルチパーパス食品自動販売機の仕様�

項　目�

外　形　寸　法�

製　品　質　量�

設　置　環　境�

電　　　　　源�

消　費　電　力�

セレクション数�

商 品 収 容 数�

販　売　機　構�

商品選択ボタン�

制　御　方　式�

冷 却 機 冷 媒�

断 　 熱 　 扉�

蛍 　 光 　 灯�

仕　様�

幅 999×奥行 965×高さ 1,832（mm）�

360 kg�

屋　内�

AC100 V　50/60 Hz�

501/501 W�

20セレクション�

最大 300 個（オールスパイラル式ラック時）�

キャッチャシステム�

テンキー式選択ボタン�

分散制御システム�

R-407C�

フィルムヒータ付きペアガラス扉�

直管蛍光灯　上　部：30 W×1本�
　　　　　　左側部：32 W×1本�
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構　造

４.１ 全体構成

図２にマルチパーパス食品自動販売機の内部構造を示す。

商品は，商品収容ラック内に奥行方向に並べて収容される。

商品収容庫は断熱層で囲まれ，庫内温度はリモートコント

ローラ（リモコン）で設定された冷蔵（約 5℃），弱冷

（約 18 ℃），常温いずれかの温度帯に保たれる。商品収容

庫前面は断熱ガラス扉を配置した省エネルギー構造になっ

ており，消費者は自分の欲しい商品を直接見て選び，その

商品が実際に搬出する過程を見ることができる。

商品キャッチャシステムは，販売待機時には取出口の高

さに位置し，販売指令を受けるとラックの前面をＸ（左右），

Ｙ（上下）方向に移動して目的の商品が収容されている

ラックの前に到達する。商品がラックからキャッチャシス

テムへ払い出されるとキャッチャシステムが取出口まで移

動し，商品を取出口へ搬出する。

４.２ 商品キャッチャシステム

商品キャッチャシステムの構成を図３に示す。商品キャッ

チャシステムは，ラックから商品を受け取り取出口へ搬出

するバケット機構と，バケット機構を二次元的に移動させ

るＸ-Ｙ搬送機構で構成される。

４.２.１ バケット機構

バケット機構の構造を図４に示す。バケット機構は，次

に記す重要な機能を担っている。

バケットギヤをラック側へ押し出し，ラックギヤと連

結させる（図５）。

搬出モータのトルクを，連結したギヤを介してラック

側に伝え，商品をラックから払い出す。

ラックから払い出された商品を検知し，バケット内に

収容する。

収容した商品を取出口へ搬出する。

上記 4機能のうち，特に ， ， の三つの機能にかか

わる商品検知部を高信頼性でなおかつ低コストにすること

が本開発の最大の課題であった。

ラックから商品が払い出されたことを検知するセンサは，

さまざまな大きさ，形状，質量の商品を高い信頼性で検知

するために，非接触の検知方法を検討し，最終的に透過型

光センサを採用した。透過型光センサの検知範囲は，投光

素子と受光素子とを結んだ直線上の狭い範囲であるため，

センサを近接して複数個配置するか，センサアレーを採用

することが機能上有利であるが，相互干渉による誤検知や

コストの問題がある。そこで，二次元動作解析ソフトウェ
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アを用いて，代表的な商品10種類についてラックからバ

ケット機構への払出し動作シミュレーションを行い，最小

限のセンサ個数ですべての商品の移動軌跡をカバーする最

適なセンサ配置を検討した。その結果，商品検知部は二組

のセンサで構成できるという結論を得た。図６にシミュ

レーションモデルの一例を示す。

バケット機構から取出口への搬出はコンベヤベルトを回

転させて商品を取出口へ自由落下させて行うが，取出口と

バケット機構の間はバケットフラッパと，庫内空気の流出

を防ぐ内扉フラッパの 2 枚のフラッパで仕切られており，

パンのように質量の小さい商品はフラッパに押さえられて

取出口に搬出されないという問題があった。そこで，フ

ラッパを強制的に開いて商品通路を確保することとし，こ

の機能をバケット機構のギヤ連結動作と連動させることで

部品点数を削減し，商品搬出信頼性の向上を低コストで実

現した。図７にフラッパ開閉機構の動作を示す。

４.２.２ Ｘ-Ｙ搬送機構

Ｘ-Ｙ搬送機構の位置制御は光センサを用いて行ってい

る。Ｘ，Ｙレールに沿って，ラックと取出口に対応した位

置にセンサ用の遮光部材を設け，これをＸ-Ｙ方向に移動

する機構（Ｘ方向はバケット機構，Ｙ方向はスライド機構）

に配置された光センサで読み込み，得られた信号をカウン

トして位置を把握する。Ｙ方向のセンサ遮光部材は，ラッ

クを載せる棚に連結させ，販売開始前のクリーニング動作

により，棚位置，段数を自動認識させるようにした。これ

により，高さ寸法が大きく初期設定では売れない商品でも，

複雑な設定をすることなくラック棚の位置を変更するだけ

で対応可能にした（図３参照）。

４.３ 商品収容ラック

図８，図９にベルトコンベヤ式ラックとダブルスパイラ

ル式ラックの構造をそれぞれ示す。

従来のラックは，各ラックに商品搬出モータや搬出検知

スイッチが搭載されているため，コストが高く，重くて取

扱い性が悪いという問題があった。本機では，駆動源，商

品の搬出・売切れ検知機能をすべてバケット機構に持たせ，

ラック側には電装品を一切搭載していないので，軽量で

ラックの引出し，入替えなどの操作性が良く，清掃性など

のメンテナンス性にも優れている。また徹底した機能の共

通化により部品点数を削減して低コストを実現した。

４.３.１ ベルトコンベヤ式ラック

ベルトコンベヤ式ラックはプラスチック容器に入った弁

当や三角形状のサンドイッチなど，ダブルスパイラル式

ラックでは収容できない，または収容できても搬出時に商

品形状が崩れるなどして商品価値が損なわれてしまう商品

を販売するために開発した。

前後方向に架け渡されたエンドレスベルトの上に商品を

平置きして収容する。ラックギヤの回転に連動してベルト
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図６　商品払出し動作シミュレーション
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が回転し，ベルト上の商品が前方に移動してバケット機構

へと払い出される。弁当などの質量が大きい商品の場合，

ベルトとその下のベース部材との間の摩擦が大きくなり，

ラックを駆動するバケット機構の搬出モータに過負荷がか

かる問題があった。このため，ベース部材にリブを設け，

ベルトとベースの接触面積を小さくするとともに，ベース

の材質を潤滑性のあるものにして摩擦を低減することによ

り，１ラックあたりの商品許容総質量 2.5 kgを実現した。

ラック側に商品搬出を検知する機能を持たないため，ベ

ルトの回転はバケット機構の商品検知センサで検知信号が

得られたタイミングで止めているが，商品の大きさによっ

て次販売商品のラック上での停止位置が一定せず，特に奥

行の大きい商品がラックの奥まった位置で止まってしまい，

消費者から商品が見えにくくなってしまう。そこで，商品

検知からベルトの回転停止までの時間をリモコンで設定可

能にすることにより，次販売商品の位置を制御して商品視

認性を高めた。

４.３.２ ダブルスパイラル式ラック

ダブルスパイラル式ラックは，商品の厚みが小さく，平

置きすると商品収容効率が悪くなる商品や，不定形で平置

きできない商品の販売に向く。左右のスパイラルが対称に

なっており，スパイラルの間に一つずつ収容された商品は，

スパイラルが回転すると前方に押し出されてバケット機構

へ払い出される。スパイラルは商品収容部の寸法が異なる

４種類があり，販売商品の大きさにあったスパイラルを

ラックに装着して使用するが，スパイラルの交換作業工程

が従来機の半分になるように部品構成を簡素化して取扱い

性を向上させた。また，機能の共通化を徹底させ，従来技

術に比べた場合の部品点数を 72 ％削減した。

４.４ 付加価値機能

パンや弁当などの日配品を扱う業態では，食品衛生法上，

賞味期限切れの近い商品の取扱いに神経を使っており，期

限内であっても商品を廃棄する場合もある。この賞味期限

切れの商品をいかに減らすかが利益確保のポイントであり，

食品自動販売機のオペレーティングにおいても同様である。

これを踏まえて，本機では下記のような機能をリモコンで

簡単に設定できるようにし，賞味期限切れ商品による損失

を低減することを可能にした。

４.４.１ 時間帯別割引機能

割引金額と割引を行う時間帯を設定可能にし，例えば賞

味期限が残り少ない商品を割引したり，職域においては終

業時間以降に割引することにより，売残りを低減すること

ができるようにした。

４.４.２ コラム別賞味期限設定機能

毎週決まった曜日，時間に任意のコラムを販売停止に設

定可能にし，自動販売機内に収容されている間に賞味期限

切れが発生した場合でも，その商品が販売されないように

した。

４.４.３ 時間帯別販売数表示機能

弁当など賞味期限の短い商品の売残りを低減するために

は，時間帯ごとの販売傾向をきめ細かく把握して商品補充

を行うことが重要である。本機ではこれを低コストで実現

するために，自動販売機用のプリンタで 1 時間ごとの販売

個数を24時間分印字できるようにした。

あとがき

これまで，キャッチャシステム搭載のマルチパーパス食

品自動販売機において，その概要を紹介した。

本機は市場においてミニコンビニエンスストア感覚のざ

ん新な自動販売機として好評であり，展開が拡大されつつ

ある。

今後は，さらに販売可能商品を多様化できる商品搬送シ

ステムを開発し，インドア市場開拓の旗手となるべく，機

種のシリーズ化に取り組んでいきたい。

最後に，本機の開発に際し，ご指導・ご協力をいただい

た顧客ならびに関係各位に対し深く感謝の意を表す次第で

ある。
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